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（写真）ブラジル選挙最高裁（TSE） “１０月２日 ブラジルで大統領選実施、決選投票にもつれ込む” 

G 止を発表” 

 

 

２０２２年９月３０日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド暫定政権 予備選に外国同伴を要請」 

「ABC 諸島に麻薬取り締まり協力を要請」 

経 済                     

「米国 ベネのプロ野球チームへ制裁ライセンス 

～米メジャーリーグ選手のスカウト可能に～」 

「ボリバル通貨 １年で通貨価値半減」 

「９月 中銀による両替用外貨供給は３．７億ドル」 

「ベネズエラ原油 キューバへ輸出」 

社 会                     

「ラテンアメリカ ４５％は劣悪な居住空間」 

22 年 10 月 1～2 日（土・日） 

 

政 治                    

「米国・ベネズエラ 囚人を交換 

～大統領夫人甥２名と CITGO 元役員ら７名～」 

「バイデン政権 囚人解放で賛否両論」 

「ブラジルで大統領選実施 決選投票に 

～前評判を超えボルソナロ大統領が善戦～」 

経 済                    

「銀行 コロンビアペソ建ての口座開設を開始」 

「ベネズエラ 国際民間航空機関に加盟」 

社 会                    

「クリスマスシーズン アビラ山の十字架点灯」 
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２０２２年９月３０日（金曜）             

政 治                       

「グアイド暫定政権 予備選に外国同伴を要請」       

 

９月２９日 グアイド議長は、国連・「米州機構（OAS）」、

「欧州連合（EU）」に対して、予備選挙の監視をしてほ

しいと要請した。 

 

２０２４年、ベネズエラでは大統領選が行われる予定。 

 

野党は票の分散をさけるため統一候補を擁立する予定

で、そのために２０２３年中に予備選挙を実施しようと

している。 

 

「米州機構、国連、欧州連合が永続的にベネズエラの選

挙に関与することが必要だ。 

 

なぜならベネズエラの選挙当局（CNE）はマドゥロ政権

の操り人形であり、完全に政権にのっとられているから

だ。」と指摘した。 

 

野党の予備選挙は野党が独自に実施するものであり、必

ずしも CNE が関与する必要はない。CNE 抜きで野党

が独自の予備選挙を実施すれば問題ないだろう。 

 

一方で、CNE の協力がなければ投票機は使用できない

ため、手集計を行うことになる。また外国に住むベネズ

エラ有権者の投票を集めることは困難になる。 

 

CNE を関与させるかどうかを含めて、予備選挙がいつ、

どのように行われるか、現在も不明のままだ。 

 

 

 

 

「ABC 諸島に麻薬取り締まり協力を要請」         

 

９月２９日 マドゥロ大統領は、オランダ領の島「アル

ーバ」、「ボナイレ」、「クラサオ」（３つの島を ABC 諸島

と総称）政府に対して、麻薬密輸の取り締まりでベネズ

エラ政府と協力するよう要請した。 

 

マドゥロ大統領は、麻薬密輸撲滅オペレーション「Gran 

Cacique Maracay」をパラグアナ半島で実施し、海洋を

移動していた麻薬密売組織「Tancol（コロンビア麻薬武

装テロリスト）」の密売人を検挙したと発表。 

 

この麻薬撲滅オペレーションを続行するためには ABC

諸島との協力が必要と主張。同政府に協力を要請した。 

 

下図の通り、ベネズエラと ABC 諸島は極めて近い（〇

で囲まれているのが ABC 諸島）。 

 

ベネズエラルートの麻薬密売は飛行機か船であり、パラ

グアナ半島から船で出る場合は ABC 諸島を通過するこ

とになる。 

 

 

（写真）Google Map 
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経 済                        

「米国 ベネのプロ野球チームへ制裁ライセンス     

  ～米メジャーリーグ選手のスカウト可能に～」          

 

米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、ベネズエラのプ

ロ野球チーム「Navegantes del Magallanes」および

「Tigres de Aragua」に対して、制裁ライセンスを発行

した。 

 

両チームともにベネズエラでは人気のあるチームだが、

両チームのスポンサーに PDVSA が入っており、ベネズ

エラ政府組織と関係があることを理由に米国の経済制

裁の対象となっていた。 

 

ベネズエラでは米国メジャーリーグの選手をスカウト

することもあるが、２チームは制裁によりメジャーリー

グ選手の引き抜きが出来なくなっていた。 

 

 

（写真）ベネズエラ・プロ野球リーグ 

“「Navegantes del Magallanes」および「Tigres de Aragua」 

制裁ライセンスを受ける” 

 

 

 

 

 

 

「ボリバル通貨 １年で通貨価値半減」                  

 

現在のボリバル通貨の正式名称は「ボリバル・デジタル」。 

 

２０２１年１０月に通貨切り下げを行った（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.660」）。つまり、１０月１日で新通貨

が導入されて１年が経過したことになる。 

 

「ボリバル・デジタル」が導入された当時の為替レート

（公定レート）は１ドル４．１８ボリバルだった。 

そして、２０２２年１０月１日時点の為替レートは１ド

ル８．２ボリバル。 

 

つまり、１年でボリバル通貨の価値がドルに対して半分

に下落したことになる。 

 

ここ数年のベネズエラの状況を鑑みれば、通貨価値下落

のスピードはだいぶ落ち着いたが、それでも異常な勢い

で通貨価値が下がっていることには変わりない。 

 

なお、「ボリバル・デジタル」が導入された当時から問

題になっているが、現金紙幣・貨幣不足は現在も解決し

ておらず、ボリバル建ての支払いはカード決済が主流と

なっている。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/75ecd413131dc3e471ee1e2403faa83d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/75ecd413131dc3e471ee1e2403faa83d.pdf
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「９月 中銀による両替用外貨供給は３．７億ドル」                  

 

前述の通り、現在の為替レートは並行レートを含めて１

ドル８．１５ボリバル～８．３ボリバル前後で推移して

いる。 

 

８月下旬にボリバル価値が急激に変動。 

 

並行レートは２日間で１ドル７．０ボリバルから９．３

ボリバルまで跳ね上がった。 

 

しかし、その後ベネズエラ中央銀行は為替レートを安定

させるため両替市場に大量の外貨を供給。これにより為

替レートは落ち着きを取り戻し、現在に至っている。 

 

金 融 コ ン サ ル タ ン ト 会 社 「 Aristimuño Herrera & 

Asociados」の発表によると、ベネズエラ中央銀行は、為

替レートを安定させるため９月中に３．７億ドルを両替

市場に供給したとしている。 

 

「ベネズエラ原油 キューバへ輸出」         

 

エネルギー分野の専門家 Armand Delon 氏は、自身のツ

イッターにて、キューバの船舶「Alicia」が燃料を満タ

ンに乗せてベネズエラのアムアイ製油所を出発したと

投稿した。 

 

米国が PDVSA に経済制裁を科して以降、PDVSA と取

引を続ける国はめっきり減った。 

 

現在も取引を続けているのは主に「中国」と「キューバ」

くらいだ。 

 

タンカーの動きを追跡している調査会社「Tanker 

Trackers」によると、現在もベネズエラはキューバへ日

量３万～５万バレルほどの燃料を供給している。 

 

 

（写真）@DelonArmand 

 

社 会                        

「ラテンアメリカ ４５％は劣悪な居住空間」           

 

「米州開発銀行（BID）」のレイナ・イレナ代表（暫定）

は 、 ラ テ ン ア メ リ カ の 住 居 に 関 す る フ ォ ー ラ ム

「Vivienda 2022」に登壇。 

 

ラテンアメリカ・カリブ海地域の人口の約４５％が劣悪

な居住空間で暮らしていると指摘した。 

 

また、「住居は商品ではなく、最低限の権利」と主張。 

住環境を改善するためにインフラを含めて BID は支援

を行う意思があると説明した。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 
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２０２２年１０月１日～２日（土曜・日曜）              

政 治                       

「米国・ベネズエラ 囚人を交換             

 ～大統領夫人の甥２名と CITGO 元役員ら７名～」        

 

１０月１日 米国バイデン政権とベネズエラのマドゥ

ロ政権は、拘束していた囚人を交換した。 

 

マドゥロ政権が解放した米国人は７名。 

 

うち５名は CITGO 元役員の Jorge Toledo 氏、Tomeu 

Vadell 氏、Alirio Zambrano 氏、José Luis Zambrano 氏、

José Pereira 氏。彼らは２０１７年にマドゥロ政権に拘

束されており、５年越しで解放されたことになる。 

 

加えて、２０２０年に拘束された米国元海兵の Matthew 

Heath 氏、２２年１月に拘束された Osman Khan 氏も

解放された。 

 

対して、バイデン政権が解放した囚人は Franqui Flores

氏および Efraín Campo Flores 氏の２名。この２人はマ

ドゥロ大統領の妻、シリア・フローレス氏の甥にあたる

人物。 

 

２０１５年に麻薬の密輸に関与したとして、ハイチで拘

束され、米国で有罪判決を受けており「ナルコソブリー

ノ（麻薬犯の甥）」と呼ばれている人物。 

 

マドゥロ政権は、コロンビア人企業家アレックス・サア

ブ氏の開放も求めているが、サアブ氏の開放は実現しな

かったようだ。 

 

なお、マドゥロ政権は Franqui Flores 氏および Efraín 

Campo Flores 氏は無実の罪で拘束されたと主張してお

り、解放されたことを祝福した。 

 

 

バイデン政権は今回の囚人交換について公に発表はし

ていないが、バイデン政権高官は記者に対して 

「米国の対ベネズエラ方針は変わっていない。引き続き

ベネズエラ国民の対話により自由で公平な選挙が実現

することを望んでいる。」と回答したという。 

 

 

（写真）@Tamara_suju “解放された CITGO 元役員” 

 

（写真）Maduradas “解放された大統領夫人の甥２名” 

 

「バイデン政権 囚人解放で賛否両論」           

 

今回の米国・ベネズエラの囚人交換は驚きをもって報じ

られている。また、多くのベネズエラ関係者が今回の一

件についてコメントしている。 

 

総じていえば、急進野党および米国共和党関係者はバイ

デン政権の方針を明確に非難しており、主要野党は否定

も肯定もせず、専門家は比較的好意的な見方をしている

印象だ。 
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今回のバイデン政権の対応を強く批判しているのは、米

国共和党のマルコ・ルビオ上院議員。 

 

「バイデン政権は無実の罪で投獄されていた７人と麻

薬犯罪者２名の交換取引を行った。 

このようなことをしているからテロリストや独裁者が

米国人を拘束しようとする。 

米国人を拘束することで何らかの見返りがもらえるこ

とを理解しているからだ。」 

と主張した。 

 

急進野党のマチャド VV 党首もバイデン政権の対応を

非難。今回の失敗点を５つ指摘した。 

 

「（囚人の交換は）深刻な間違いだ。 

１．正義を犠牲にして、犯罪者に平和を与える。 

２．麻薬取引を促進し、国際的な誘拐を増やす。 

３．人権を侵害する。 

４．民主主義を弱体化させる。 

５．ベネズエラの自由のための戦いに水をかけた。」 

 

急進野党らが批判する一方で、専門家らは淡々と分析し

ている印象だ。 

 

世論調査会社のビセンテ・レオン社長は、今回の囚人交

換について「素晴らしいニュース」と歓迎。 

 

「人々が求めているのは生活環境の改善と石油産業の

再開だ。国民の７割は交渉を望んでいる。 

 

ソーシャルメディア上では対話や交渉について否定的

な意見が散見されるが、実際のところ対話・交渉に関す

る国民の支持は明確だ。 

 

自身の優位を守るために対話を妨害する勢力は支持を

失った。」との見解を示した。 

 

 

Gustavo Azócar 記者は、今回の囚人解放を受けて 

「米国とベネズエラの交渉がうまく機能していること

を意味している。バイデン政権はマドゥロ政権と直接交

渉を行っている。」と指摘。 

 

Raúl Castillo 記者は「米国とベネズエラの交渉が機能し

ている状況で、マドゥロ政権が野党と交渉する意味はあ

るのか？」と野党とマドゥロ政権との協議に疑問を呈す

る意見もある。 

 

また、グアイド暫定政権は今回の囚人交換について多く

は語っていないが、グアイド議長は本件について「主要

野党は一切関与していない」と主張。 

 

野党がシリア・フローレス大統領夫人の甥２名の解放に

合意していないことを強調した。 

 

「ブラジルで大統領選実施 決選投票に         

  ～前評判を超えボルソナロ大統領が善戦～」        

 

１０月２日 ブラジルで大統領選が実施された。 

 

ブラジルの選挙最高裁（TSE）は開票率９７．４５％の

時点で速報を発表。 

 

ルーラ元大統領の得票率は４７．８８％。 

ボルソナロ大統領は４３．６８％だった。 

（詳細は本レポート１ページ目の写真を参照） 

 

ブラジルの大統領選は、投票数の過半数を獲得した候補

者が出ない場合は、得票率１位の候補と２位の候補で決

選投票が行われる。 

 

ルーラ元大統領の得票率が過半数を超えないことが確

定した時点で、決選投票の実施が確定した。なお、決選

投票は１０月３０日に開催される予定。 
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事前の世論調査では、ルーラ元大統領の支持率は５０～

５１％。対するボルソナロ現大統領の支持率は３６～３

７％とされており、世論調査よりもボルソナロ大統領が

大きく得票数を伸ばしたことになる。 

 

依然としてルーラ元大統領とボルソナロ大統領との間

には４ポイント以上の差があり、ルーラ元大統領が有利

な状況は変わっていないが、今後３０日間のメディア・

世論・スキャンダルなどで支持率が変更する可能性も考

えられそうだ。 

 

経 済                       

「銀行 コロンビアペソ建ての口座開設を開始」            

 

ベネズエラの金融機関「Banco Plaza」は、コロンビアペ

ソ建ての口座を開設すると発表した。 

 

現在、コロンビア周辺の州、特にタチラ州では支払いの

９４％がペソ建てだという調査結果も出ている。 

 

ペソ建ての口座が開設できるのは、カラカス本店、メリ

ダ州 El Vigia 支店、スリア州マラカイボ市 Delicias Norte

支店、Bella Vista 支店だという。 

 

「ベネズエラ 国際民間航空機関に加盟」         

 

「ベネズエラ航空監督局（INAC）」は、ベネズエラが「国

際民間航空機関（ICAO）」に加盟したと発表した。 

 

ICAO は、国際航空分野で各国が協力を図ることを目的

として設立された国連の専門機関。加盟国の賛成多数に

より加盟が承認される。 

 

INAC によると、ベネズエラの ICAO 加盟について、１

７１カ国が投票し、１３１票の賛成があったという。 

 

 

社 会                       

「クリスマスシーズン アビラ山の十字架点灯」            

 

カトリック教徒が９割を占めるベネズエラでは、クリス

マスは１年で最も重要なイベント。ベネズエラのクリス

マスシーズンは長く１０月から始まる。 

 

１０月１日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、クリス

マスの開始を祝い、カラカスの象徴アビラ山の巨大な十

字架の点灯式を行った。 

また、公園のクリスマスイルミネーション点灯も始まり、

クリスマスムードに入ろうとしている。 

 

 

 

（写真）デルシー・ロドリゲス副大統領ツイッター 

 

以上 


